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１．開  会 

○事務局（小湊業務課長） それでは、定刻となりましたので、ただいまから第３回家庭

ごみ収集方法等に関するあり方検討委員会を開催いたします。 

委員の皆様におかれましては、お寒い中、また、大変お忙しいところにお集まりいただ

きまして、ありがとうございます。 

私は、本日の進行役を務めさせていただきます環境局環境事業部業務課長の小湊でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

委員全員がご出席されておりますので、家庭ごみの収集方法等に関するあり方検討委員

会設置要綱第６条２によりまして、本日の会議が成立いたしますことを申し添えます。 

本日の委員会は、進行状況にもよりますけれども、おおむね１６時ころを予定してござ

います。お手元に配付しております次第に従いまして進めてまいりたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

また、前回もご説明いたしましたように、この委員会は公開で行わせていただきます。

会議録、配付資料等につきましてもホームページにより公表したいと考えてございますの

で、この点についてもあらかじめご了承をお願い申し上げます。 

繰り返しになりますが、本日傍聴される方、あるいは報道機関の方がいらっしゃってお

りますので、撮影されることに支障がある方がいらっしゃれば挙手をしていただければと

思います。 

それでは、よろしくお願いいたします。 

本日の資料の確認をさせていただきます。お手元の資料のご確認をお願いいたします。 

まず、一番上から会議次第、次に座席表がございます。次に、資料１－１としまして、

第１・２回検討委員会の検討内容と課題の整理でございます。資料１－２としまして、現

行のごみステーション設置基準に対する市民意識についてです。資料１－３としまして、

不適正排出の状況についてです。資料１－４としまして、共同住宅の専用ステーションに

ついてです。この４点がそれぞれございますでしょうか。 

次に、資料２－１としまして、家庭ごみの収集方法等に関するあり方について、中間と

りまとめ（案）です。資料２－２としまして、家庭ごみ収集方法等に関するあり方につい

て意見一覧です。この２点はございますでしょうか。 

計６点でございますが、もし不足などがございましたら、手を挙げていただければと思

います。 

次に、本日のスケジュールについてご説明いたします。 

お手元の資料をごらんください。 

本日の委員会では、前回会議で議論されました内容の整理をしていただきまして、その

後、収集方法等に関する検討を前回に引き続いてしていただく予定でございます。最後に、

中間とりまとめの検討をしていただく予定です。 

それでは、これより先の議事進行につきましては、松藤委員長にお願いしたいと存じま
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す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

２．議  事 

○松藤委員長 松藤です。よろしくお願いいたします。 

先ほどの時間のことで、おおむね４時と言われたのは最大限で４時という意味であって、

スムーズに行けば少し早く終わることもあり得るということです。 

まず、資料の説明をお願いしたいと思います。 

資料２は、中間とりまとめですので、まずは資料１についてのご説明をお願いいたしま

す。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 資料の説明をさせていただきたいと思います。 

事前に送付させていただいておりますので、概略の説明とさせていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

まず、資料１－１についてです。 

これは、第１回、第２回の検討委員会での検討内容のうち、課題として上げられ、整理

が必要となる項目を説明させていただいているものです。大きく１から４まであります。

１がごみステーションについて、２が要排出支援者への支援（さわやか収集）について、

３が戸別収集について、４が中間報告、中間とりまとめについてです。関連する資料があ

る場合は、１であれば、（１）ごみステーションの設置基準は資料１－２で説明させてい

ただいている資料があることを示しております。 

次に、資料１－２は、３枚で５ページになっておりまして、前回の検討委員会で、アン

ケート調査の中でごみステーションの設置基準についておおむね７割が現状のままでいい

と回答しているが、どのような趣旨で現状のままでいいと判断しているのか。例えば、小

規模化してステーション数が少ないので、現状でいいという意見もあるのだろうかという

ことが分析できないだろうか。また、地域特性やごみステーションの使用規模別で違いが

あるのかというご意見がありましたので、それに対応させていただいた資料になります。

完全に満足なデータかどうかという部分もあるのですが、私どもで分析できる範囲の資料

となっております。 

１が７割の市民が現行のごみステーションの設置基準に満足しているという中で、区別

でどういう状況を示しているかを載せております。 

他の区に比べて、北区、東区、南区で「現状のままでよい」という割合が高くなってお

り、「もっとごみステーションの数を増やすべきである」というふうに回答している割合

は白石区、厚別区、西区で高くなっております。 

２ページ目以降で、ごみステーションまでの距離が遠い。５０メートル以上と近い場合

に比べて、「現状のままでよい」の割合が低いことを示した資料でございます。 

３はごみステーションの利用世帯が３０世帯を超えると、今で言う２０から３０世帯以

下の世帯数で利用する場合に比べて「現状のままでよい」という割合は低いことを示して
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いる資料です。 

４は、共同住宅が多い地域やオフィスビルや商店街などと共同住宅が混在している地域

では「現状のままでよい」の割合がやや低くなっているということを分析した資料です。 

５は、ごみステーションの設置基準に対する主な市民の意見です。アンケート調査のと

きに自由記載の項目がございまして、そこで載せられた意見をまとめて載せているもので

ございます。自由意見が４８０件ありまして、その中で現状に不満がないという趣旨の意

見が２９０件で、排出マナー、不適正排出の問題であり、ごみステーションの数や収集方

法を変えても解決しないという内容を記述している方が７３件ございました。 

４ページの下の（２）の「もっと数を増やすべき」という意見も全部で１１７件ありま

して、主なものとしては、排出マナー・不適正排出の関係で１カ所当たりの利用世帯が少

ない方がきちんとごみを出すので増やすべきという意見や、ステーション管理の関係で、

５ページになりますが、１カ所当たりの利用世帯数が少ない方がごみステーションの管理

がしやすい、２０から３０世帯に１カ所というのは利用者が多過ぎるというご意見があり

ました。 

（３）の「もっと減らすべき」の中では、２１件の意見がありまして、当番の負担が減

る、収集効率がよくなるという趣旨のご意見がありました。 

まとめてとして書かせていただいているのが６番目です。少なくとも約７割の市民は現

行のごみステーションに対して特に不満がないということですが、これに対して約１割の

市民は現行のごみステーションに何らかの不満があり、ごみステーションを増やすべきと

考えている。現行のごみステーションの設置基準に対しては、ごみステーションまでの距

離が遠い（５０メートル以上）場合や、ごみステーションの利用世帯が３０世帯を超える

場合で満足度が低くなっている。現行のごみステーションの設置基準に対しての意見を見

ても調査に協力していただいた市民の皆様が現状へのあきらめから、仕方ないという感じ

で現状のままでよいと回答したものではないのではないかという分析をさせていただいて

おります。 

次に、資料１－３についてです。 

１枚の資料です。 

事前に委員に送付した資料は少しわかりづらい部分がありましたので、一部を修正させ

ていただいております。傍聴の方には修正後の資料を配付しておりますが、委員につきま

しては机の上に差しかえ後のものがあるかと思いますので、それを確認していただければ

と思います。 

これは、会議の中で、共同住宅居住者のマナー違反が多いのではないかというご意見が

多かったので、不適正排出の状況をまとめた資料となっております。 

共同住宅の専用ごみステーション設置や戸別収集などの収集方法の検討をする際にも参

考になるのではないかということで配付させていただいております。 

まず、環境局で不適正排出調査をしておりまして、全件ではなく抽出ですが、調査をし
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た結果、不適正排出されたごみは全ごみ袋の３％から４％程度であることが判明しました。

これは、１，０００袋当たりで３０から４０袋ぐらいが不適正排出、バッテンシールが張

られたごみになります。これは、おおむね２５から３０袋に１個の割合になるかと思いま

す。この数が多いのか、少ないのかということは一概には言えないのですが、ステーショ

ンを管理している方々の努力もあるかと思いまして、このような値になっていると思いま

す。 

また、各清掃事務所で把握している排出マナーが特に悪いごみステーションを（２）に

記載させていただいております。全体の約８％、３，０００カ所程度となっております。 

次に、２の不適正排出されるごみは偏って発生しているという項目です。 

現在のごみステーションの基準が２０から３０世帯に１カ所ということで、換算します

と、すべてのステーションで約１個の違反ごみが排出されている計算になると思います。

しかし、不適正排出が確認されたステーションは、全ステーション４万カ所のうち約１６％

の６，４００カ所程度であったことから、違反ごみは一部のステーションに偏って発生す

る傾向があるということがわかるのではないかと考えております。 

３番目としまして、不適正排出と共同住宅の関係です。これは、市内の共同住宅の状況

を整理したもので、札幌市の共同住宅は平成２０年の調査では、全体で６万７，０００棟

程度ありますが、そのうち専用ごみステーションを設置している共同住宅は約１万６，０

００棟ありますので、そのほかの約５万１，０００棟の共同住宅は共用ごみステーション

を利用しているということが言えると思います。排出マナーが特に悪いごみステーション

は約３，０００カ所ありまして、その中には専用ごみステーションも含まれているという

ことも考えますと、共用ごみステーションを利用している共同住宅の居住者の大半はきち

んとルールを守ってごみを排出しており、マナーが悪い居住者は全体で考えますと一部で

あるのではないかというふうに考えられますとまとめてさせていただいた資料になります。 

最後に、資料１－４になりますが、１枚で両面印刷にしているものです。 

新築の共同住宅は専用ごみステーションの設置が義務化されていますが、どのような流

れで設置しているのかという説明が必要、また、既存の共同住宅がどのように専用ごみス

テーションを設置するのかの流れがわからないので説明してほしいということが前回の検

討委員会の中でありましたので、それを説明させていただいている資料です。 

１の新築の共同住宅については、札幌市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関す

る要綱があるのですが、それにおいて専用ごみステーションの設置を義務づけしておりま

す。実際には、新築の際に建築確認申請をすることになっておりますが、その際にごみス

テーションの設置場所も確認させていただいております。 

２は既存の共同住宅が専用のごみステーションを設置するときの流れを示しております。

大きく三つに分けられるかと考えております。 

（１）は、管理会社、オーナーが自主的に設置する場合です。 

（２）は、共用ごみステーションを利用している共同住宅の居住者の排出マナーが悪く、
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ステーション管理者が管理会社やオーナーに専用ごみステーションの設置を依頼する場合

です。ちょっとわかりづらいかもしれませんが、下の図で言うと、ア、イ、ウという流れ

の中で最終的には共同住宅で専用ステーションが設置されていくことを説明しております。 

（３）は、マナーが改善されない場合に、ごみステーションの管理者が清掃事務所に相

談して、清掃事務所が主体となって管理会社やオーナーに専用ごみステーションの設置を

依頼する場合を説明しております。これは、①から⑤という流れで設置されることを示し

た資料になります。 

この資料の裏面は、要綱を一部抜粋しております。 

新築の共同住宅にかかるごみステーションの設置義務と説明しておりますが、これは中

段やや下の第１１条のところに、共同住宅の建築主は、当該共同住宅の敷地内にごみステ

ーションを設置しなければならないという規定がございます。既存の共同住宅に関しては、

こういう義務的な条文はないのですが、第１２条の中で共同住宅の所有者等は当該共同住

宅の居住者が近隣に居住する市民とごみステーションを共有する上で良好な環境を保持す

るよう努めなければならないということです。また、第２項になりますが、共同住宅の居

住者によって継続して不適正排出がなされる等により、近隣に居住する市民とごみステー

ションを共有する上で良好な関係を保持できなくなった当該住所地を所管する清掃事務所

長が認める場合は当該共同住宅の所有者とは別にごみステーションを設置しなければなら

ないという規定でございます。 

 説明は以上です。 

○松藤委員長 今、一番最後に言われたことは、前回、条例化という話があったのですけ

れども、現在の要綱に既にあるというご説明です。 

資料全体に関して、もう一度復習いたします。 

資料１－１は、今までの課題で、前回までに何が課題であったかを整理しております。

左上に第１・２回とありますから、これまで課題となったことが全部並んでいるはずであ

るというふうにご理解いただきたいと思います。 

私から質問ですけれども、資料１－２で報告書から抜き出したと書いてありますが、こ

れは全くの抜粋ですか。それとも文面を変えているということはないのですか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 報告書の中では、区ごとの部分が載っていないので、

今回、新たに示したものもございます。 

○松藤委員長 報告書にないものもあるのですか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 区ごとの部分は新たにつくっております。 

○松藤委員長 そうすると、抜粋ではないのですね。 

図１が新しいのですか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） データ自体は載っておりまして、見やすいようにまと

めました。 

○松藤委員長 編集したということですね。 
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それでは、これまでの資料に関してのご質問、ご意見をちょうだいしたいと思います。

この辺がわからない、足りないということがあればお願いします。 

○湧井委員 資料１－１の１のごみステーションについての（３）の町内会などへの排出

指導の権威づけについてという項目です。 

これは、私もかなり意見を言ったのですが、資料２－１を見ていただきたいと思います。

右側の対策の一番上の①で、ステーション管理者の公的位置づけとなっているのです。町

内会、自治会というのは、任意のボランティアなので、ちゃんとした組織にはなっていな

いのです。そこからきて、こういう話になっているのですが、言葉としては、我々町内会

は権威が欲しいのではなくて、行政での位置づけをはっきりしてほしいという意味で強く

言っていたのです。例えば、資料２－１の言葉を使うならば、町内会あるいは自治会とい

う言葉がいいと思うのですが、町内会、自治会の公的位置づけ、あるいは行政での位置づ

けという言葉の方が今までの議論と合っていると思うのです。あえて権威づけという大上

段に振りかぶったような言葉はいかがなものかと思います。 

○松藤委員長 前回は、このような表現ではなくて、権限という言葉を使っていたのです。

権威づけという言葉はここで初めて使われたので、やや走り過ぎた感じですね。言葉とし

ては、今、湧井委員が言われたような意味ですね。 

○湧井委員 町内会、自治会の公的位置づけ、あるいは町内会、自治会の行政での位置づ

けという言葉が今までの議論なのかと思っております。 

○松藤委員長 事務局、これはよろしいですね。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 修正します。 

○松藤委員長 ほかにいかがでしょうか。 

それでは、私から資料１－３について質問があります。 

不適正排出の割合のことで、かなり重要な数字になっていると思うのです。１の（１）

の札幌市環境局調査で、先ほどサンプリングと言われましたが、いつやられて、どのくら

いのサンプリングをしたのか。それから、サンプリングの仕方は場所によって違う可能性

がありますから、その辺をどのように考慮されているかということです。 

○事務局（福岡） 調査は、ことしの８月末から９月の頭にかけて１週間やっております。

ごみ種や事務所ごとに１日何台か抽出して、その推計ということになっています。 

○松藤委員長 それは、地域的な偏りはないのですか。 

○事務局（福岡） ありません。 

○松藤委員長 すべての区に対してやられているのですね。 

それでは、全市の平均という意味でいいのですね。 

○事務局（福岡） おおむね全市の平均と考えていただいて差し支えはないと思います。 

○松藤委員長 それから、その調査のときに、共有ステーションかどうかという配分はし

ていないのでしょうか。不適正排出があったのは専用ステーションなのか、共有ステーシ

ョンなのか、ステーションの形態との対応づけはやられていませんか。そこで、共有ステ
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ーションが問題だという数字が出てくれば、非常にダイレクトにやれると思います。 

○事務局（福岡） 調査のときには項目として行っているのですが、まだ集計していない

状況です。ただ、データはありますので、時間をいただければ集計できます。 

○松藤委員長 ほかにいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○松藤委員長 それでは、資料１－１に書かれていて、先ほど湧井委員からご質問があり

ましたけれども、これ以外にあるのではないかということがありましたら挙げていただき

たいと思います。 

○湧井委員 ②の市のマネジメント機能の強化の最後の３番目です。 

○松藤委員長 資料２に行きましたね。 

資料１についてはよろしいですか。 

それでは、資料２に入りましょう。 

資料２については、まず事務局からの説明を簡単にお願いいたします。 

○事務局（小湊業務課長） それでは、着席したまま説明させていただきます。 

中間とりまとめに関すると資料としまして、資料２－１、２－２の２種類がございます。

それぞれの資料についてご説明いたします。 

まず、資料２－１というＡ３判１枚の資料をごらんいただきたいと思います。 

この資料は、実際の中間とりまとめの内容となります。 

構成としましては、左側に項目を大きく二つに分けまして、ごみステーション管理の負

担軽減、さわやか収集のあり方について載せております。その隣の枠でございますが、現

状の問題ということで、検討委員会で出された項目を載せております。 

次に、ごみステーションの管理の負担軽減のところですが、不適正排出、ごみの散乱、

共同住宅のごみ出しルール違反を大きな問題点として載せており、さらに具体的な問題点

としまして、町内会や自治会などのステーション管理者の負担が課題であるなど５点を挙

げております。 

次に、さわやか収集のあり方のところでは、大きな問題点として、利用率が低い。その

具体的な問題点として周知が不十分で認知度が低い。二つ目には、対象者が限定されてい

る。三つ目には、使い勝手が悪いという３点を挙げております。 

次に、一番右側の欄でございますが、これらの問題への対策ということです。項目の頭

にそれぞれ番号が付されておりまして、①から⑧まで番号を振っております。この番号は、

次に説明する資料２－２の番号と一致させております。 

それでは、資料２－２をご説明いたします。 

Ａ３判の２枚の資料でございます。 

この資料は、検討委員会の中で委員の皆様からご意見をいただいた内容をまとめたもの

でございます。今説明させていただいた中間とりまとめ案のもとになる資料と考えていた

だければと思います。 
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左側の縦の二ます目に委員会の検討事項という欄がございますが、ここに番号を振って

おります。これが先ほどの中間とりまとめ案の番号と一致することとなります。意見の概

要欄はその右側の欄でございまして、各委員の意見を大まかにまとめた内容となっており

ます。 

会議は２回開催してきておりますが、皆さんの意見の趣旨が違っているところがあれば

ご確認をいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○松藤委員長 この資料に基づいてご議論をいただきたいと思います。 

○湧井委員 資料２－１の対策のところです。 

一番上は、先ほどお話ししましたけれども、ステーション管理者の公的位置づけで、こ

こでは町内会、自治会という言葉がステーション管理者の公的位置づけという言葉にかわ

っています。今まで、ステーション管理者という言葉は余り使われていなかったと思うの

ですが、なぜ町内会や自治会という言葉をやめてステーション管理者にしたのかをまずお

伺いしたいと思います。 

２の市のマネジメント機能の強化の最後のところで、市と管理会社などの連携強化とあ

ります。我々は、ごみの不適切排出に対して管理会社とずっとやってきたのですが、我々

市民は世帯ごとにやっています。要するに、世帯の持ち主が町内会で連携をとってやって

おります。こういう共用住宅、マンション、アパートとなると、所有者ではなくて、そこ

から外れたところの管理会社との連携になってしまうということが疑問です。これは、市

と所有者が連携なり連絡をとった方がいいのではないかと思うのですが、事務局の意見を

伺いたいと思います。 

ちなみに、私は１０年ほど単位町内会の衛生部長をやっていますが、管理会社はよくか

わるので、町内会から連絡をとっても、突然、担当者がいなくなったり、管理会社が別な

会社に変わったり、今管理している会社がどこだかわからないということが多々あります。

そういうことを避けるためにも所有者という表現に直した方がいいと思います。 

③のステーション設置基準や収集体制の変更です。ここでいただいた修正を見ても同じ

になっておりまして、小規模ステーション化、あるいは戸別収集の導入と書いているので

すが、これは、先ほどありましたように、市民の７割が現状のままでいいと言っているの

に、ここまで小規模化や戸別収集という言葉を入れていいのかどうか疑問に思います。 

④も同じように、管理会社ではなくて所有者という言葉でいいのではないかと思います。 

また、⑥－２はさわやか収集の件ですけれども、家族や周囲の方への周知です。これは

ずばり市民への周知という言葉でいいと思います。 

最後に、書いていないことですが、ここで問題になったのは、福祉との連携がうまくと

れていないということです。実際問題、調査中というものが入っていましたが、例えば福

祉で認知症の方の介護認定で今回は要介護２からが対象となっておりますけれども、その

前に要支援という制度があったと思うのですが、その辺から市が絡んでくると思いますの
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で、要支援、あるいは要介護２ではなくて１ですね。要介護１のときに市が絡むと思うの

で、その段階から市との連携をとって、認定時にさわやか収集を説明するなり、あるいは

自分では大丈夫と思っている方がいらっしゃいますので、例えばマンションの４階にひと

りで住んでいて、足が不自由だという方の場合などは、要介護１であろうと、さわやか収

集の対象になるのではないかという判断をしていくなど、福祉との連携の話をかなり詰め

ていただきたいと思います。 

○松藤委員長 ありがとうございます。 

これは、個々にやっていった方がいいでしょうか。それとも、全部を出していっていた

だいて、順番に行った方がよろしいでしょうか。 

それでは、皆さんから最初に意見を出していただきましょうか。そして、上から順番に

行く方が効率がよさそうですね。 

ほかにいかがでしょうか。 

○朝野委員 湧井委員から、管理会社という名前ではなくて、所有者という形で表現した

方がいいのではないかということです。実は、市全体で札幌市内の共同住宅が６万７，５

８０という数字を出していただいているのですが、私どもの協会でも、戸数として問題あ

りませんが、６万７，５８０棟の所有者が自分で管理しているのはわずか３割です。です

から、市の肩を持つわけではないですが、管理会社を通さないと物事は進まないと思いま

す。６万７，５８０棟の７割というと５万８，０００棟ぐらいは所有者が管理会社を通し

て管理委託をしているわけです。 

そして、札幌市の所有者が全部札幌市ならいいのですが、これが全道または全国にまた

がっているわけです。ですから、市が所有者と接触することは不可能に近いだろうと思う

のです。ある程度、管理会社を通してきちんとやっていかれる方がベターだと思います。 

○松藤委員長 ほかにご意見はいかがでしょうか。 

○濱田委員 今の問題に関連するかもしれませんが、新しい言葉を入れていただきたいと

思っているのは、対策②の市のマネジメント機能の強化です。その中にポツが三つあり、

こういうことをやるとなっております。これは、話が先のことになるかもしれませんが、

新しいごみの収集方法ができたときに、これを徹底するために広報活動が必要ではないか

と思うのです。今現在、広報はほとんど行われていないと判断しているのですが、広報さ

っぽろは全市民に行きますね。ごみの収集についてという記事なりを出してもらいたいと

思います。 

それから、大きな題目の②の市のマネジメント機能の強化というのは下の三つだという

意味なのか、あるいは、これ以外にもあるということですが、マネジメント機能の強化を

今の組織のままやるのかということに私は疑問があると思っております。やはり、広報活

動を中心にして、先ほど来議論が出ております個人対市ということを徹底していこうとい

うことになりますと、マンションも、今ご説明いただいたご事情はあると思いますけれど

も、個人が意識しないとこういうことは解決していかないのではないかと思っております。 
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○松藤委員長 それでは、どんどん出していただきたいと思います。 

○上田委員 湧井委員から、対策にステーション管理者の公的位置づけとどんと出ている

ことについて町内会や自治会を抜かしてやるのは現状に合わないということで、これは確

かにそうだと思います。しかし、ごみステーションの管理というのは、札幌市は、ごみは

出す人たちの共有物であるということで、その人たちに責任を任せているということから

考えると、町内会や自治会が実際にはやっているけれども、具体的にはそれを外してもよ

ろしいのではないかと思います。 

それから、二つ目に③のステーション設置基準や収集体制の変更ということで、地域の

実情に応じた小規模ステーション化、戸別収集の導入の二つを挙げておりますね。これは

西区の場合には、平成２０年５月に、クリーンさっぽろの会長、副会長の２人が市の環境

局長にお会いに行きました。ちょうどお留守でしたので、代理の方に詳細をお話しして帰

ってきました。そこで、どういうことを申し入れたかというと、有料化には賛成する。し

かし、西区としては戸別収集に対応してもらいたいということをお話ししているわけです。

西区としては、ぜひひとつ戸別収集の導入を受け入れていただきたいと考えているわけで

ございます。 

○松藤委員長 最初に外していいと言われたのは、何を外していいということですか。湧

井委員のご意見は、町内会、自治会という言葉でありましたが、それは入れなくていいと

いうご意見ですか。 

○上田委員 入れなくてもよろしいと思います。 

○松藤委員長 それでは、かわりにステーション管理者の方がいいというご意見ですか。 

○上田委員 そうです。 

○松藤委員長 実際にやられているのは個人であるということですね。 

○上田委員 その場所によって、ここは町内会が管理しています、ここは共同住宅で管理

しています、これはこの地域の人たちが協働でやっていますというように、幾通りもある

と思います。 

○松藤委員長 町内会、自治会ばかりではないということですか。 

○上田委員 そういうことです。 

○松藤委員長 ほかにいかがですか。 

○佐川委員 さわやか収集の件です。 

前回の検討委員会の中で、さわやか収集の対象人員の拡大ということで、もちろんここ

にも書かれているわけですが、この中で主に話されているのは、高齢者、あるいはお年を

とった方のケアマネジャーを介した介護制度における利用者の選定ということがあります。

しかし、そればかりではなくて、札幌市内の身障者の数は約１９万人で、そのほかに精神

障がい者、知的障がい者を入れるともっと多くなります。その中で、手帳１級、２級を持

っている方が七、八割いらっしゃいます。そうすると、相当の数がいるはずなのです。 

介護制度にかかわる要介護ももちろん必要ではありますが、高齢者ばかりではなくて、
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若年性の障がい者でも自分で外へ出られない、あるいは玄関先に物を出すのは冬はとても

難しいなど、いろいろな要件があろうかと思いますので、そちらも入れていただきたいと

いうお話を前回はいたしました。 

○松藤委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○湧井委員 先ほどの③のステーション設置基準や収集体制の変更の話ですが、私は言葉

足らずだったと思いますので、もう一回言います。小規模ステーション化や戸別収集とい

うものは、少なくとも現状のステーションで７割の方が満足しているので、そういう意見

は大事にしなければいけないだろうと思います。とはいっても、地域にはいろいろ事情が

あるので、地域の実情に応じたステーション化という言葉で、それは地域で解決できるの

ではないかと思うのです。場合によっては戸別収集、あるいはステーション数をもっと増

やすということですね。ただ、そのときに注意しなければいけないのは、ある地域は今ま

でどおり３０戸で１カ所、ある地域は戸別でやっていると、費用がかなり変わりまして、

不公平が生じます。そういうものでいいのかということが問題だと思っているのです。た

だ、７割の方が今までいいということは重く受けとめなければいけないのではないかとい

うことで言いました。ですから、地域の実情に応じたステーション設置で私はいいと思い

ます。 

○上田委員 鋭いご批判をいただいたわけですが、賛成の６７．３％、７割ということで

す。しかし、３分の１は残っているわけです。私は、その３分の１も大事にしたいという

ことでございます。それを大事にすることが札幌市のごみ全体についての問題の観点にも

なると考えております。 

実際に西区の町内会を歩いてみますと、結構小規模で５０メートル以内に五つも六つも

あるという場合もありますし、状態によっては大きなマンションなどは道路に出している

場合もあります。そういうことを考えると、戸別収集という方向に行くことによって、そ

ういうことについてもいろいろ検討して、審議してくださると考えて、西区の戸別収集賛

成に対して一つ意見を持っております。 

○笹川委員 前回、その前と結構いろいろな意見を言ったので、聞き役に回ろうと思って

いたのですが、どうもお話が空回りしている部分が相当あるのです。きょうは３回目です

から、ステーションの管理者を言葉の解釈でいろいろとれるように、ステーション管理者

でやった方がいいとか悪いというお話がございますけれども、そもそも家庭ごみの収集や

ステーションの管理は、最初から各町内会、自治会等がやっていることは間違いないわけ

です。ですから、あえて町内会や自治会という言葉を消して、ただの管理者にする意味は

全然ないと思います。 

ただ、法的な管理者としての位置づけで、もうちょっと箔をつけてもらいたいと。いろ

いろな苦情が出たときに、おまえたちは何の権利があって管理者をやっているのだという

ことがあっては困るということは２年前から問題になっておりました。それぞれの地域で

ご苦労をされていると思うのです。 
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ちなみに、私のところの中央区の連合町内会では、２年前の家庭ごみ収集が始まったと

きにこういう腕章をつくりました。これはクリーンさっぽろでつくったのです。ただごみ

ステーション排出指導というだけです。これだけでも、この腕章を一つ腕に巻いてごみス

テーションの管理を役員の方にやってもらっているだけですが、随分違うのです。これは

別にお役所からもらったものではございません。そういうことで管理する人が気持よく、

一つの使命感を持ってできるのです。そういう意味では、ほとんどの管理業務は町内会、

自治会の方が権利云々の話ではなくやっていることは事実でございますから、あえて管理

者という言葉でどうこうすることではないと私は思います。 

それから、戸別収集のお話も出てきましたが、最初から戸別収集ありきでこの会議が始

まったわけではなくて、将来像として、一つの例として戸別収集も考えられるのではない

のかという話で出てきたわけです。ですから、現状が悪ければ当然そういう方向に向かっ

ていくと思います。しかし、この制度が始まってまだ２年ちょっとでございますけれども、

現在、市民の皆さん方のご協力でまあよしとするのが７割ぐらいであれば、将来的にいろ

いろ改善するところはたくさんあろうかと思いますけれども、今あえて戸別収集という意

見をつけて出すことはないのではないかと思います。現状で各地区でそれぞれ改善すべき

点は改善し、方法を新しく見つけてより効果的な回収方法があるということであれば、そ

れはそれでやっていった方がいいのではないかと思います。平等であっても、不平等であ

っても、若干の差があるのは地域によって違います。私のところの中央区の場合ですと、

住宅地に比べたら地区によって大変な差があるわけです。薄野かいわいはほとんどが営業

ごみです。家庭ごみではなくて営業ごみです。それを、家庭ごみの収集箇所に営業ごみを

どんどんと出しているのです。それは、袋の値段が安いからです。こういう話は出ており

ませんでしたけれども、そういう問題も地域の特性としてあるわけです。 

一つ一つの細かい話は別にしまして、総体的な意見としては、戸別収集は時期尚早では

ないかと思います。 

○奥谷委員 先ほどからご意見を伺っておりますが、今の状態で大体よろしいという方が

６７．３％で、７割ぐらいの方がいいと言うのだから、これでいいのではないかというこ

とに流れていきそうです。しかし、そうではなくて、問題ないという人は問題ないのであ

って、問題がある人たちや困っているところでは、ごみステーションが汚れて大変とか、

混在しているとか、カラスがひどいとか、いろいろな問題があるところが少ない数字にな

ってしまっているのですが、そこをくみ上げていかなければいけないと思います。地域性

があるなど問題ないところの大多数で行ってしまって、困っている方たちが日夜悩んでい

ることが少数意見として終わってしまうのは問題かと思います。 

また、先ほど笹川委員や湧井委員がおっしゃったように、地域によって随分と世帯数が

違うということがわかりました。３０世帯以上のところもあれば、５世帯ぐらいのところ

もあります。今のところ、戸別収集はコスト的には無理なのでしょうけれども、５世帯や

１０世帯以内でいいということが広がるのであれば、共有部分は逆になくなっていくので
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はないかと思います。共有は大体６世帯以上ということですね。それが１０世帯以下でも

いいということであれば、それぞれの戸建て住宅や集合住宅とおのずと分かれていくと思

うのです。ですから、２０世帯か３０世帯と決めてしまうから共有部分がどうしても出て

くると思うのです。それが、先ほどおっしゃったように、笹川委員の地域のように少数で

よろしいのであれば、そういうふうに分離してうまく進んでいくのではないかと思います。

要するに、札幌市として２０世帯から３０世帯という枠組みがありますので、その中に入

れるには共有という部分が出てくると思うのです。本当に少数でいいのであれば、こうい

う問題はなくなっていくのではないかと思います。 

○松藤委員長 それは、全体のルールとして少数にするのですか。 

○奥谷委員 そういうふうに地域で違っていいのではないかということは、３０世帯で大

変だというところもあると思うので、１０世帯以下でもいいのですと札幌市で進めていけ

るのであれば、かなりの部分は問題がなくなってくるのではないかと思うのです。 

○松藤委員長 全市なのか、地域別なのかという点からすると、後者になりますね。地域

の実情に応じてもうちょっと小さくできるということですね。 

○奥谷委員 はい。 

○永野委員 先ほど管理会社と所有者の問題がありましたが、これは個々によって差があ

りますので、一概にどちらとは言えないのではないかと思います。所有者に言ったらすぐ

に解決する場合もありますし、反対に所有者に言っても、それは管理会社に任せてあるか

らそちらにお願いしますという両方があります。ここにも市と管理会社などとの連携強化

とありますから、市と管理会社、またはオーナーとの連携強化ということでいいのではな

いかと思います。 

戸別収集に関しては、前も言いましたが、私どものところは、ワンルームマンションの

多いところで、マンションとしてのステーションがないところが結構ありますので、新た

に戸別収集をやるとしてもほとんど変わらないのではないかと思っております。７割ぐら

いの人が３０メートルぐらいまで歩いていくことはいいというふうに回答しているわけで

すから、あえて戸別収集まで持っていかなくてもいいのではないかと思っています。 

○杉浦委員 私からは特にないのですけれども、中央区が言ったように、クリーンさっぽ

ろでやっておりまして、去年、おととしに腕章をつくってやりました。これが大分浸透し

まして、この腕章をしていると皆さんは言うことを聞いてくれるということもあります。

ですから、クリーンさっぽろというものを大々的に持ち出しております。皆さんの単位町

内会の衛生部長がクリーンさっぽろの委員になっているということですので、そういうも

のを生かしてやっていただきたいと思います。 

○松藤委員長 それは市からのものですね。町内会には全部配布されているのですか。 

○杉浦委員 これは、東区のところで配布されたものです。 

○事務局（小湊業務課長） 各区のクリーンさっぽろ衛生推進協議会があるのですが、区

の中でオリジナルでつくっているのが大半で、全市統一的にでそういうものをつくってい
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るわけではありません。 

○湧井委員 先ほどの奥谷委員の話ですが、確かに、７割が今のままでいいといっても３

割があるだろうというのはそのとおりです。そういう意見を詰めていくのならば、経済性

の話をしっかり議論していかないと成り立っていかないと思うのです。例えば、札幌市の

制度として戸別収集をするとプラス６０億円、小規模のステーション化をするとプラス２

０億円程度がかかるという概算が出ていますが、かなり大きなお金が動くので、やるのだ

ったら次回の委員会で経済性をもう少し詰めた議論をしないと結論が出ないと思うのです。

単に２０億円、６０億円を使うということではなくて、それに伴って経済効果もあると思

いますので、６０億円を使えば経済の方にもお金が回っていきます。私は経済に詳しくな

いけれども、よく言われるＧＤＰやＧＮＰといった指標を使って、市民に対してこれだけ

効果があるのです、だからしませんかという問いかけもできると思うのです。そういうこ

とをしないと、先ほどの３割は納得できない状態かと思います。ですから、引き続きそう

いう議論をする場を設けた方がいいのではないかと思っているのです。 

○松藤委員長 最初に意見を言われた後で意見が出て、最初の方が不利になりますので、

最初に発言された方からご意見がありましたらいかがですか。 

では、順番にもう一度議論していきたいと思いますが、よろしいですか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○松藤委員長 それでは、順に今出されたご意見等を振り返っていきたいと思います。 

資料２－２の意見の概要を一緒にくっつけた方がよかったと思っていまして、例えば腕

章の話は意見の概要に出ているのです。ですから、中間とりまとめとしてはここまで入れ

た方がいいかもしれませんね。これを読むと中身が大体わかる仕組みになっているのです。

ですから、資料２－１とあわせて２－２の左側の二つも一緒に見ていただきたいと思いま

す。 

まず、①のところで、ステーション管理者という言葉、町内会、自治会という言葉をど

ういうふうに使うかということでいろいろなご意見が出たと思います。ステーション管理

者という言葉は今回初めて使ったのですね。それは、個人でやられているという意味で、

腕章の話はそういうことからだろうと思います。意図としては、町内会や自治会の方がや

られるときに、杉浦委員や笹川委員が言われたように、担当されている方に対するサポー

トであるという意識ですね。表現が適当ではなかったと思います。ですから、事務局とし

て、町内会、自治会等とするのですか。「等」とするとまたおしかりを受けそうですが、

町内会、自治会等とステーションを管理する方へのといった表現にしましょうか。その公

的位置づけということで、ご意見を言われた方はいかがですか。 

笹川委員、湧井委員、上田委員、そんな表現だと皆さんは大体納得できますか。 

○笹川委員 ステーション管理者の後に括弧書きで町内会及び自治会と書くと、いろいろ

解釈ができるのではないですか。 

○松藤委員長 もう一回言いますが、町内会、自治会等のステーションを管理される方へ
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の公的位置づけと、全部を入れてしまえば余り問題はないかと思うのです。管理者という

言葉は少しかたいですね。 

それから、自治体、自治会という言葉が以前に問題になっていましたけれども、これは

自治会という言葉でいいのでしょうか。 

○上田委員 共同住宅もそうです。 

○松藤委員長 共同住宅は、ここには入りません。ここは管理者としてですから、自治会、

町内会ということでよろしいかと思います。共同住宅は後の話です。 

また戻ることもありますが、①についてはそのような表現の変更ということにしたいと

思います。 

それから、資料２－２の意見の概要ですが、具体的な対策としてどのような形にするか

ということが意見の概要として書かれています。ごみパト隊に準じた形のネーミングを与

えたり、市の名前が入った制服、腕章などの貸与ということで、中央区のように独自で使

われている場合などがいろいろあるわけで、全体で統一することが可能かどうかです。 

これは、可能かどうかではなくて、やりなさいとこの委員会では言っているわけですが、

事務局としてはいかがでしょうか。 

○事務局（小湊業務課長） 腕章や制服などが対応できないかということですが、私ども

の事項でございます。具体的に何ができるかはまだわかりませんが、いずれにしても、こ

の項目として載せていただく分にはよろしいかと思います。 

○松藤委員長 それでは、意見の概要、内容も中間答申にあわせて載せて、より具体的な

イメージを持てるようにするということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○松藤委員長 それでは、次の②です。 

市のマネジメント機能について出たご意見は、市と管理会社にオーナーが入るのではな

いか、それに対してはオーナーの管理が非常に少ないので実質は管理会社であるといった

ご意見が出ました。意図としましては、最初は全部が入っておりまして、市と管理会社と

オーナーと全部を入れてしまうのが当初の案だったと思います。それでよろしいでしょう

か。 

○上田委員 ①のときに申し上げればよかったのですが、②と同じように、括弧づけがあ

るということです。主文として括弧づけは可能な限り外そうということが一つのしきたり

でございまして、できれば、排出指導の権威づけ……。 

○松藤委員長 ごめんなさい、場所はどこでしょうか。 

○上田委員 資料２－２の①町内会など地域によるごみ出しパトロールの指導のところで、

括弧づけで排出指導の権威づけ、②ではさっぽろごみパト隊の活用とありますね。 

これは、本文の中に入れるということを考えた方がよろしいと思います。 

○松藤委員長 私も言おうと思ったのですけれども、①だけが資料２－１と一致していな

いのです。その不対応があるということだと思うので、中身の整理をいたしましょう。 
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形としては、資料２－２の委員会検討事項は資料２－１にほとんど入っているのです。

中間答申としては、それに意見の概要をくっつける形になろうと思います。その際に言葉

の整理をもう一度するということで考えたいと思います。 

ありがとうございます。 

それでは、②についてです。 

今の上田委員のご意見は、①と、②もそうです。括弧内ではわからないので、そういっ

た表現はやめましょうということです。 

市管理会社、オーナーについては今申し上げたとおりであります。 

もう一つは非常に重要なご指摘だと思いますけれども、広報の不足ということはここで

も非常に重要なことです。これはすべてにかかる可能性があります。全体として広報が不

足しているということです。私たちは、さわやか収集の広報に集中してしまったのですが、

それ以外にも広報としてちゃんとやるべきことはあるでしょう。それをもう一度整理いた

しましょう。 

どこに入るかはわかりませんけれども、上の半分のごみステーションの管理の負担軽減

についても広報は重要であるということで、どこかに入れたいと思います。 

②に関してはよろしいでしょうか。 

それから、濱田委員が言われたことがありましたね。 

これを現行の組織だけでやるのかというご指摘もありました。これはどうでしょうか。 

○濱田委員 ここで、こういう組織でやりますということを申し上げたいわけではないの

です。 

ちょっと話がずれていいですか。 

今回ずっとやっていることは、ごみステーションの管理ということと、それを利用する

個人というか、ごみを捨てる人とごみを捨てられる市の施設、あるいはそれに伴ういろい

ろな部署の関係が一段弱いのではないかと思って、２－２のところで個人向けの広報をも

っと考えてほしいと言いました。確かに、有料化になる以前にごみの捨て方の指導は個別

にいろいろな器材を使ってやっておられました。有料化から２年しかたっていませんから、

まだまだそろわず、これからやるのだろうと思います。そういった意味では、マネジメン

トは今の清掃事務所を中心にしたものだけで足りるのかということが私の疑問だったわけ

です。 

○松藤委員長 実質どこがやられているかという認識から必要だと思うのです。でも、こ

れは企画の方でもやられていますね。現場を担当されているのが事務所という振り分けな

のでしょうか。 

そうすると、いろいろな課題が出て、まずは現行の体制のどこが何をするかという整理

をきちんとしていただいて、その上で担当の見直しをするなり、余り組織を大きくするの

は賛成できないのですが、効率的にやる方法を考えていただくと。それはマネジメントシ

ステムの中の問題ですね。 
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ですから、この表現として、マネジメント機能としておくか、体制も要りますね。そう

いう意味では、体制も入れた方がいいかもしれませんね。 

この辺の機能や連携という言葉ですが、私が申し上げたように、だれが何をという責任

の所在が非常に重要だと思います。 

②は大丈夫だと思いますが、ほかに何かご指摘はありますか。 

広報と言われたことと関係があるのですが、札幌市のホームページのつくりがどうも難

しくなり過ぎたのではないかと思っていまして、目的を探せないのです。例えば、所属単

位になってしまいまして、何をしているかが出てこないのです。昔ですと、たくさんあっ

て、これ、これ、これとあったのです。しかし、今は、組織ごとになっていて、非常に見

にくくなっているのです。住民に伝えるのであれば、こういったこと、こういったことと

いう項目が重要であって、住民から見れば組織ではないのです。どこの係かを調べたいわ

けではなく、こういうことを知りたくて、それを見るとどこかに飛んでいく、そういう形

をつくっていただかなければいけないのです。あれは、私自身も使えないシステムで、中

を一生懸命見なければわからなくなっていますから、そういった広報のあり方もあるので

はないかと思います。 

ここだけでは解決しませんけれども、検討いただきたいと思います。 

さて、次に参りたいと思います。 

ご意見が一番多かったのは戸別収集の話でした。そこで、ご意見を整理したいと思いま

すが、二つに分かれるのでしょうか。一つは、現行で満足している方が多いので、いいの

ではないか。むやみに増やすことは経費の増大になってしまうというご懸念があったと思

います。その一方で、少数の意見、３割の意見ほど重視すべきではないかというご意見で

す。それに関連するものとして、２０、３０という世帯数ではなく、場合によってはもっ

と小さくするということも可能ではないかという両極端なご意見が出たと思います。 

私自身の認識としましては、増やしてほしいというご意見がどういう理由から出されて

いるかということで、これは散乱問題からかということが第一です。この委員会の検討内

容は、資料２－１にありますように、一番左からスタートしているわけです。ごみステー

ションの管理の負担ということであって、負担軽減のために戸別収集という流れになって

いるのです。ところが、ステーションを増やしてほしいという方はどういう意識で言われ

ているかということは実は調査されていないのではないかというのが私の認識です。 

恐らく、先ほど西区で言われていましたように、有料にするのだから、トレードとして、

代替としてサービスを強化しろという意見もあると思うのです。その辺の認識が現状の分

析として不足していると思います。 

ですから、この流れで行きますと、議論の中で明らかなことは、散乱するのはどういう

ステーションかということが大体わかってきているわけで、そのためにきょうの資料１－

３があるのです。共同住宅は問題だろうということで、そこの対応をすればよろしいので

はないかということが資料１－３です。ですから、散乱問題はいろいろな解決方法があり
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ますけれども、一番の問題は何か、そしてそれを解決する方法として一番容易で、確実な

ものは何かという順番で行きましたら、共同住宅のステーション専用化であろうというこ

とです。今までの資料から見るとそう見えます。 

そこで、もう一度、資料１－３をごらんいただきたいと思います。 

私が最初に質問しましたが、これはどういう調査か、全市をちゃんと満遍なくやってい

るのですねと確認したのは実はそこでして、全市の平均で３，０００から５，０００であ

ろうという数字が出ているのです。それから、資料１－４の裏で、現行の要綱で既存の共

同住宅につけなさいということはできるという条件がそろっているのです。そうしました

ら、こういった不適正な排出のところを集中的に片づけていくことで全体がよくなるだろ

うということが資料１－３と１－４から言えるわけです。 

もう一言だけですが、戸別収集の問題は、今申し上げたように、散乱問題とともにサー

ビス問題でありまして、サービス問題はここでは議論できないと思います。それは、奥谷

委員も言われたように、個別の対応問題であるからです。サービスはもう少しいいと考え

るところはあるかもしれません。それは個別にやっていただくということです。 

ですから、一番最初の管理問題としては、残念ながら戸別収集はここに載せることがで

きないだろうというのが私の認識です。 

資料２に載っているのは、可能性として書いてあるわけで、中間答申のときにこれをど

うするかということは、この場でもう一度ご議論いただきたいと思います。 

○笹川委員 戸別収集の話ではないのですが、関連して申し上げます。 

仮に戸別収集という制度が導入されたときにまず思いつくのは、札幌市内の道路はほと

んどごみステーションばかりになります。全部で何所帯があるか数字はわかりませんけれ

ども、道路という道路は全部ごみステーションで埋まってしまうだろうと思います。そし

て、このごみステーションは１週間、土・日を除いて、ほとんど朝から晩まで出っ放しだ

ろうという風景が描かれるわけです。 

それから、管理器材の補助という問題も載っておりますね。今、町内会、自治会で使っ

ておりますごみステーションの枠は、各町内会、自治会が自己負担で、自前でやっており

ます。決して市から配布されたものではないのです。あくまでも助成金という形でお上か

らいただきながら、各町内会の予算の中でつくっているということは皆さんもおわかりだ

と思います。経費的にも非常に高いのです。そして、今度はそれにネットをかぶせていま

す。このネットも、買った方はわかると思いますけれども、大きさにもよりますが、囲い

とネットだけで何万円もするのです。本当であれば、現在４万カ所あるごみステーション

の器材は出してもらわなければならない。それは出してもらって当たり前だと思っており

ます。これを、仮に戸別収集ということになりますとどうなりますか。ネットのかぶった

ごみステーションは、環境美化の問題になりますけれども、大変なことになるのではない

かということを申し上げておきたいと思います。 

○松藤委員長 戸別収集の出し方については先行事例があります。 
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石狩市の場合は、各自がごみ箱を自分で用意して出すのです。食品のキャスターなど、

何でもいいのですが、そういったもので出すことになっています。 

○上田委員 お隣の奥谷委員が後半で賛成ということを出していただいたわけですが、私

は、昔、昭和の初めごろ、みんなの家にごみ箱があって、そこへ入れておくと市が雇った

馬が来て、全部を積んでいきました。私は、年をとって８６年になるわけですが、それを

思い出しております。 

方式としては、今のように、２０戸、３０戸、あるいは１０戸、ところによっては５戸、

笹川委員のところは５戸で集めているということでございます。そうなると、戸別収集に

大分近いという感じがしないわけではないです。 

そうしますと、予算的にもお金はかかる。３倍ぐらいかかる。約９０億円である。そう

しますと、札幌市の雪対策に１５０億円のお金が使われて、ごみが９０億円で、トータル

で２４０億円です。雪の問題は、あしたあたりから雪が訪れるわけですけれども、４月に

なると解けるわけです。しかし、状況的には２０万人時代の札幌と１９０万人時代の札幌

では対応が大分違ってくるだろうと考えます。 

そういう大前提のもとに、西区があえて戸別収集と言い出したのは、有料化という新し

い仕組みを取り入れるに当たって、何としてもごみ収集に３０戸、４０戸、中には５０戸

のところもあるわけで、マンションなどは共同住宅ですから１００戸から２００戸ぐらい

あります。そういう中で、ごみについては最終的には一人一人が責任を負うという大きな

義を持って賛成してきておりますし、そういう大きな義をわかってもらいたいのです。 

そういうことで、市からも、小規模ごみステーション、あるいは戸別収集という挙げて

いることについては、心から賛成したいと思っております。 

○湧井委員 去年、戸別収集の現地視察がありまして、私と佐川委員がずっと昔からやっ

ている政令指定都市である名古屋市の調査に行きました。ちなみに、名古屋市はいつから

戸別収集をやっているかわからないぐらい昔からやっています。政令指定都市としては札

幌よりも人口が若干多いです。そういうところを見に行ってきました。ごみ自体は各家の

前に白い普通のポリ袋でとんとんと置いているだけで、網も何もかぶせておりませんでし

た。 

見た感じは、見せていただいたところがいいところだったのかもしれませんが、きれい

です。それは順繰りと清掃の方か車へ積み込んでいくという形で、思ったよりもきれいで、

すんなり片づいていました。ですから、イメージは余り悪くないと思います。 

私が戸別収集に余り賛成していないのは、７割の方が現状でいいと言っていることと、

とにかくお金がかかるからです。名古屋市もお金がかかっているのが大きな問題でした。

これからどうやって費用を減らそうかということが悩みだったのです。そういう流れの状

態において、札幌があえて６０億円をかける方向に行くのは大変だというのが素直な意見

です。 

○松藤委員長 昨年の委員会の内容についてご紹介をいただいたのですけれども、先行都
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市は、何かの理由があって始めたわけではなくて、何となく始めてしまって現在に至って

いるのです。ですから、札幌のように最初からこうして測定をして、どのくらいかかるか

という試算が行われていないわけで、今からやめられないのが現状だと思います。 

 それから、湧井委員はコストのことを言われていますが、私が個人的に反対なのは、収

集作業を見たら、とても気の毒で、やってもらえないということが一番です。 

なぜかというと、ステーションの場合は車に乗って移動できるのですけれども、それが

できないのです。ずっと歩かなければいけないのです。私たちがはかると１日２０キロメ

ートルを走ります。毎日、どんなに天気でもハーフマラソンをしなければいけないという

のは気の毒でしょうがないです。そういった理由です。 

それから、上田委員が言われた責任ということは、幾つかの解決方法があると思うので

す。戸別収集をすることによる責任のとり方と、排出時点でのマナーでのとり方となど、

いろいろとあるわけです。ですから、戸別収集は一番簡単な解決法だと思うのです。そち

らに持っていってしまうのか、違う方法で解決するのか。そういったやり方だろうと思い

ます。 

そこで、戸別収集に関しては余り時間を使ってはいけないと私自身は思っております。

しかし、最後に一つだけです。 

今回の取りまとめの一つのキーワードはコミュニケーションだろうと思うのです。地域

で、これは非常に大変で、何とか増やしてほしいと。現在も自治会がステーションの指定

はできることになっていますね。清掃事務所に言えば増やすことは可能なのです。そうい

ったルールはちゃんとありますので、市とコミュニケーションをとっていただいて個別に

対応していただくということです。 

ただ、お金の件については私からは何とも言えないですね。戸別にするから費用をたく

さん出してくれということを市が言うかどうかはわかりませんけれども、個別の対応をお

願いいたしたいと思います。 

それから、先ほどあったご意見の中で、事業系ごみというご意見が先ほど笹川委員から

ありました。これは家庭だけの問題ではなくて、事業系も関係している可能性があると考

えてよろしいですね。ですから、家庭系だけではなくて、事業系の有料化の推進、徹底と

あわせてやる必要があるかもしれません。この辺は、事業系を確認していただけますでし

ょうか。全体のマネジメントの中に事業系も出てくる可能性があります。 

今私が申し上げたことは対策に加わるかどうか、この時点で入るかはわかりませんけれ

ども、少なくとも最終の報告書にはそういったことも入ってくると思います。 

次に進みたいと思います。 

ご意見がなかったのですが、⑤のところで管理器材とありました。先ほど笹川委員から

全部自前でやっているのだという話があって、共同住宅の専用ステーション化の際にそう

いった助成等もあり得るだろうと思うのです。家庭系に対しての補助と、一般ステーショ

ンへの補助と、専用ステーションをつくる上での補助です。専用ステーションにするとす
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れば、設備的なものになるかもしれませんが、ふたがついているなどのものが要るかもし

れません。無理やりやりなさいというよりは、市もそういったことを考えていただいて、

可能性としては補助もあり得るのだというふうに私自身は思っています。 

調べていただきたいと思ってこの前に申し上げたのですが、器材に関しての情報は何か

ありますでしょうか。 

○事務局（小湊業務課長） ネットは、それぞれ取り扱っている業態にもよるのですが、

ぴんきりでございまして、ごみネットで言えば、安いものですと２メートル×３メートル

です。規格によっても当然値段は違いまして、言っていいかどうかわかりませんが、ホー

マックあたりですと……。 

○松藤委員長 それは、家庭用のステーションですね。私が申し上げているのは、共同住

宅の専用ステーションの方です。 

○事務局（小湊業務課長） 箱型の管理器材も、安いものですと、ごみ袋で１０袋ぐらい

入るようなもので２万円弱です。それから、規模にもよるのですが、二、三十世帯ぐらい

入るものになりますと五、六万円で、七、八十世帯ぐらいになりますと１０万円ぐらいで、

それぞれ箱でふたがついて、枠がついているものです。大きいものになりますと、ふただ

けではなくて、横扉がついているような器材もございまして、さまざまございます。 

○松藤委員長 共同住宅の場合は、設置場所の問題で、道路に置けないので、敷地内にス

ペースがあるかという問題も当然あると思います。やはり、設置する場合に、市からこう

いったサポートができるかどうかも具体的にしていただいておいた方がよろしいと思いま

す。 

それから、家庭の町内会のステーションに関しては従来からも助成がありますけれども、

これも先ほどのマネジメントとコミュニケーションにすべて入っておりまして、町内会か

ら要望があって、市が全部を出せということも当然可能だと思うのです。何万円もかかる

ものを町内会の負担でやっているのはおかしいかもしれないという考えがあるかと思いま

す。この報告書の中では書き方は非常に難しいですが、マネジメントの具体的な例の中に

器材等のことも入れていただいた方がよろしいかもしれませんね。 

一通り終わったと思いますが、最後にさわやか収集についてです。 

これには三つぐらいのご意見がありました。 

まず、福祉との連携という問題で、これはたしか前回話題になりましたね。これは、こ

こだけでは解決できないから、福祉と一緒にやらなければいけませんという話になったの

です。それが抜けております。これは、確かにそうであって、収集だけの問題ではなく、

福祉の一部としてさわやか収集があるという位置づけだろうと思いますので、それを入れ

ていただきたいと思います。 

二つ目は、対象の見直しです。現在は障害者手帳があるかどうかという判断なのでしょ

うけれども、そうではない方がいっぱいいるだろうということです。これもまた福祉との

関係でありまして、福祉の現場との連絡をとって、どういう方がニーズとしているかを把
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握して、行政側が余り狭めないように、どんどん広げていくような仕組みがあるだろうと

思います。 

三つ目のご指摘は、家族だけではないだろうということです。最初は市民だったのです

が、それが家族と周囲の方になってしまったと思います。一般の方に対して周知をして、

そっちから伝えていただく、それも重要ですねということがありましたので、表現の修正

をしましょう。家族や周囲の方ではなくて、広く市民へという言葉がよろしいのではない

でしょうか。 

ご意見は、この三つだったと思います。一通り上から下まで来たわけですが、これはど

うなのかというご意見がありましたら受けたいと思います。 

ございませんでしょうか。 

○笹川委員 ごみの問題に決して抱き合わせてお願いするつもりはないのですが、町内会

や自治会の通常の活動がいかに大切で、しかも大きな負担を背負いながらやっているかと

いうことの背中合わせになるものです。今、町内会の加入率が大変問題になっておりまし

て、区によって大分違うのですね。例えば、中央区ですと非常に低いのです。住宅地へ行

くと加入率が結構高いというデータが出ているという話を連町会長会議でもよく報告され

ております。加入率を上げる方法について、皆さんは非常に苦労されているのです。こう

いうリーフレットをつくって町内会活動をこうやっておりますとお願いはしておりますが、

なかなか思うような答えが出てこないのです。これは雪の問題とごみの問題を活用すると

言うとおかしいですが、私たちはこれだけ市民のためにみんなで協力してやっているのだ

から、町内会にぜひひとつ理解をいただいて、町内会に積極的に加入していただいて、み

んなでやりましょうということを私どもでも結構言っているのです。特にごみではなくて、

雪の問題に対して、昨年は北区と東区では行政は全くあてにならないということで自警団

みたいな形で町内会の役員が毎日出動して、手作業で交差点の雪を排雪したり、いろいろ

なことをやっているわけです。それと同じように、ごみの問題も町内会、自治会の方々が

一生懸命やっているということをぜひ大きくＰＲしていただいて、町内会加入率を高める

ことにご協力いただきたいと思います。 

○上田委員 これは、西区全体ではなくて、私は琴似でございますが、琴似の場合も低い

です。低いのはマンション、共同住宅に入っている人たちということで、今、対応として

は、任意団体ですから、２人以上あれば団体ですから、地域との結びつきを持ちたいとい

う方は何人でも結構ですという形でお入りくださいと言って歩いております。現在のとこ

ろ、四、五人のグループが四つできて、営みを始めています。 

町内会は、負担が結構あります。プラスになるということは余りありません。しかし、

地域とのつながりを持っているということが一番大事なことだということで話をしており

まして、あと１０ぐらいありますけれども、私の寿命のある限り歩いてみたいと思ってお

ります。そういうことで動いております。 

○湧井委員 今の上田委員、笹川委員の話は全く同感です。 
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前回も言ったのですけれども、今のお話はすべて町内会、自治会が任意のボランティア

団体になっていて、札幌市での位置づけがはっきりしていないということが大きな問題だ

と思うのです。今回のごみの話に限った話ではなくて、例えば３月１１日の震災、津波の

ときも、安否確認や、避難地での手伝いなども町内会がかなり頑張ったようです。ですか

ら、札幌としては、これだけに限らず、町内会や自治会がどうあるべきかということをし

っかり議論して位置づけした方がいいと思うのです。それをなしにやっていても、議論が

同じようなところでぐるぐる回るような気がしてならないのです。 

ぜひとも、別な委員会で、そういう町内会、自治会が札幌ではどうあるべきかというこ

とを議論していただきたいと思います。 

○松藤委員長 町内会、自治会もそうですし、市民グループとの連携、ＮＰＯなどの課題

がすごくたくさんあると思うのです。町内会での除雪や排雪のほかに集団回収も町内会が

あるからできることであって、かなりの行政の部分を町内会がやっているということは間

違いないことだと思います。その第一歩といいますか、収集の面からしても公的位置づけ

をしていて、そういう一部分から進めていくよりしょうがないと思います。 

今、湧井委員が言われたように、市が本気で考えるに値する問題だと思います。市民自

治などという格好いい言葉ではなくて、実際にやられているのはだれかと考えれば、町内

会という組織をやるべきだということは明らかだと思います。今の市長の代でやられるか

どうか知りませんが、ぜひ、そういった検討をしていただきたいと私も思います。 

ほかにいかがでしょうか。 

それでは、中間とりまとめは公表の仕方としては、ホームページに掲載されるのですか。

それとも、どこかに配布されるのですか。そして、スケジュールがありましたね。 

○事務局（小湊業務課長） 中間とりまとめの公表時期でございますが、今月の下旬ごろ

を予定しております。この後、市民意見の聴取をさせていただこうと思っております。１

２月までをめどに実施する予定でございます。 

一つには各区の連合町内会の会長、クリーンさっぽろ衛生推進協議会の各区の会長など

にご意見をいただきます。また、札幌市のホームページに公表させていただいて、一般市

民からもご意見をいただこうと思っております。 

また、公表に当たりましては、区役所や各区のまちづくりセンターなどにも資料を配架

させていただこうと思っておりまして、一般市民が持って帰れるようなスタイルにしよう

と思っております。 

また、第４回目の検討委員会を年明けごろに予定しておりまして、本日の会議録と資料

につきましては、前回同様、各委員に内容の確認を事前にさせていただこうと考えており

ます。 

○松藤委員長 それでは、取りまとめの形についてご議論をいただきたいと思います。 

資料２－１に関して、③の収集の戸別化をどうするかということが一つです。そして、

資料２－２の出し方です。こういった資料２－１、２－２という形で出すか。それとも、
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私が先ほど申し上げたように、意見の概要もくっつけてしまった方がいいかということで

す。また、個別の意見が委員の皆さんの意見としてあるのですけれども、これを公表する

ことの可否についてというあたりをご議論いただきたいと思います。 

まず、第１点目に③の戸別収集等についての記述です。 

今回の流れとしては入れない、対策としては入らないということになります。というの

は、ごみステーションの管理の負担軽減という目的があって、それに対する対策として戸

別収集はないということにしたいと思います。 

○湧井委員 先ほどどなたか説明されたと思うのですが、もともとある程度の範囲内で、

例えば町内会がごみステーションを増やしたいというならば、そういう会合を行政側とす

れば増やすことができるという話がありました。ですから、そういう範囲内において地域

の実情においての対応ということでいいのではないかと思うのです。要するに、町内会、

自治会と行政が話し合って、ここはこういう事情でごみステーションを１カ所、２カ所増

やしたいとか、そういう現状の対応を皆様に言うということでいいのではないかと思って

おります。 

○松藤委員長 確かに、この文章は地域の実情に応じたと入っておりますので、下の文章

はこれでいいですね。ただ、文章がステーション設置基準や収集体制の変更となると違う

ので、表現としてはどういたしましょうか。③そのもののタイトルをとりましょうか。そ

して、地域の実情に応じたというタイトルにしましょうか。これだったらおかしくないで

すね。収集体制の見直しではなく、全く否定するわけではないということですね。地域の

実情に応じて考えるということです。 

○上田委員 ③を抜かして、②に二つの項目が入るということについては異議がありませ

ん。 

○松藤委員長 ②に入れた方がいいですか。 

 今の修正案は③のステーション設置基準や収集体制というタイトルをとってしまって、

いきなり地域の実情に応じたと始まる案です。 

○上田委員 戸別収集は。 

○松藤委員長 地域の実情に応じた小規模ステーション化、戸別収集の検討ですね。 

○湧井委員 現制度における、あるいは実態ですか、どういう基準を持ってやっているの

かわかりませんけれども、その辺をある程度明確にして、確かに、私どもの町内会ではス

テーションをもっと増やしてもいいと言っているのです。かなりきついので、もう一、二

カ所増やしてもいいと言われておりますので、何か基準があると思うのです。そういうこ

とで対応をとったらいいと思うのです。 

○松藤委員長 現行の設置基準におけるなどですか。 

言葉はわかりませんが、そういうもとでの地域に応じた対応という文章にするというこ

とでよろしいですか。 

○上田委員 結構です。 
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○松藤委員長 ありがとうございます。 

これが一番もめそうな課題でしたが、そういうことにしたいと思います。 

また、資料２－１の表現等については、先ほどの広報のことなど、幾つかありましたね。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 今のことで確認してもよろしいですか。 

最終的にどういう文言で書いたらいいということになったのでしょうか。 

○松藤委員長 現行の収集体制で。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 設置基準における……。 

○松藤委員長 設置基準は違いますので、何でしょうか。 

 先ほど湧井委員が言われたのは何でしたか。 

○湧井委員 まず、基準はあるのですか。 

○松藤委員長 ２０から３０世帯というだけですね。 

○笹川委員 基準という言葉と現行という言葉を単純に除くのです。例えば、ステーショ

ン設置や収集体制の変更は、地域の実情に応じた小規模ステーション化を検討するなどと

いうことで、戸別収集という文言は外すということですね。 

○松藤委員長 あり得るということです。小規模ステーション化、戸別収集は両方あり得

るのです。戸別収集を外すのですか。 

○笹川委員 戸別収集という言葉を入れてしまうと、戸別収集をやるのだなという新聞記

事が出ると思います。 

○松藤委員長 委員の皆様には新聞記事が行っていると思うのですけれども、この書き方

は戸別収集の導入を検討していると書かれていて、これが出回ってしまっていますが、そ

ういった事実はないのです。戸別収集も入っていますが、導入を検討しているわけではあ

りませんので、この表現は非常にまずいですね。 

さて、どうしましょうか。 

○湧井委員 私は衛生部長をやっておりまして、前に市の方から言われたのは、今は大体

３０戸程度ですが、５世帯ぐらいから３０世帯ぐらいの間だったらステーションを増やし

てもいいということを言われていましたので、５や１０や３０という基準があるのではな

いかと思うのです。そういう意味で言いました。 

○事務局（小湊業務課長） 現行のステーションの設置基準は二、三十世帯に１カ所です。

よりがたい場合については、それに満たない場合でも、地域の実情に応じて、中央区でも

そうですが、１０世帯や１５世帯で１カ所のステーションをつくっている事例もあります

ので、そういうものは現地などを見せていただいた中でやっているということです。 

設置基準上は戸別収集という文言は一切ございませんから、そういった言葉で全体を集

約できるかと思います。 

○松藤委員長 ２０、３０という数字はあるのですか。 

○事務局（小湊業務課長） 設置基準の中には二、三十世帯に１カ所のステーションとい

う基準はあります。そして、やりがたい場合は対応ができますということは要綱に載せて
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ございます。 

○濱田委員 今回のまとめには、戸別収集という言葉は載せない方がいいと思います。と

いうのは、これは全く別個のことですからね。ですから、小規模収集までにとめておいた

方がいいと思います。 

○松藤委員長 ちょっとギャップがありますね。小規模ステーションの極端なものが戸別

ですけれども、その辺も含んでいるということです。ただ、戸別収集という言葉は走り過

ぎだと思うのです。 

そうしますと、先ほど事務局からどんな文章がいいのだと言われたのです、それは事務

局で考えてください。 

○奥谷委員 お願いしたいのですけれども、小規模でも可能だということをぜひ入れてほ

しいです。それがなければ、それを知らないばかりに、坂道のところで何十世帯も一緒に

なってやっているところや雪がひどいところがたくさんあるのです。ですから、そういう

方たちにぜひ周知していただけるような、わかるような内容にしてほしいです。 

小規模というものがどのぐらいなのかということがわからなければならないですね。３

０世帯のところであれば……。 

○笹川委員 そのことと戸別化とは全然違うわけです。 

○奥谷委員 それは皆さんもわかっていると思います。 

○笹川委員 ですから、５戸でも１０戸でも小規模になるわけです。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） 現状からお話しさせていただきます。 

今、既設の共同住宅も含めて、新設は義務化しておりますけれども、共同住宅の専用化

を進めております。その結果、当然、中央区などでよく見られる例ですが、共同住宅の方

が多いようなエリアがあります。そうしますと、どうしてもそのエリアに残される戸建て

の住宅が５戸、６戸となります。それを無理に１０戸や２０戸というたがをはめますと、

戸建ての住宅からごみステーションまで３００メートルも歩くという事態が発生してしま

います。我々としては、そういったご負担を強いることは望んでおりません。 

非常にわかりづらくて怒られるかもしれませんが、地域の実情に応じて、何戸かは現地

を見ながら、皆さんと相談しながら決めているのが実情でございます。 

○松藤委員長 繰り返しになりますが、現状でも地元の要望においてできているのです。

それが２０戸、３０戸という数字が出てくるとできないのではないかと思われる場合もあ

るということですから、これはコミュニケーションしかないかと思うのです。今言われた

広報ということです。広報をちゃんとしていただいて、困っているところはありませんか、

そこではふやしますということは可能だと思います。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） 今、委員長から指摘を受けましたが、それをわかっ

ているところは相談していただけるのです。そうすると、周りの方もあそこの町内会は相

談したら規模が大きいところを小分けにできたという横のつながりができていくのです。

しかし、本当に申しわけないと思っているのですけれども、相談に応じて小規模ができて
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いくということが十分に伝わっていない部分があります。ですから、今回の委員会の議論

を通じまして、私たちはそこを大きく反省して、そういった場合にどういうところに相談

して、どういうふうに解決していくかという道筋と各町内会の成功事例をまとめたような

冊子を配って、我々に相談いただけるようにという働きかけは来年からすぐにやろうかと

内部で考えているところであります。 

○松藤委員長 意味としては、②に含まれるような感じがするのです。しかし、②に含め

ると薄れてしまうような感じがしますので、単独で③をつくっていただいて、その中で地

域の実情に合わせたステーションの小規模化としていいのか、設置とすべきなのかはわか

りませんけれども、要は設置です。その中に小規模化が含まれているわけです。 

これは、小規模化を残した方がいいですか。 

○上田委員 行政にお聞きすることですけれども、議会との関連から言って、どのような

取り決めになっておりますか。条例として決まっているものか。行政執行上でやむを得ず

こうなっている場合があると思うのです。ごみ処理についてはどの程度の行政執行権がご

ざいますか。 

○事務局（小湊業務課長） 私どもの家庭ごみの収集の責務については、条例に市の責務、

市民の責務と載せておりますが、ステーションの設置に関しましては要綱です。ごみステ

ーションは条例で二、三十世帯と決めまして、それによりがたい場合については清掃事務

所長が定めるものについては要綱で定めているということでございます。ですから、一定

の条件は条例、施行規則で、あとは内規的な要綱の中で決めております。 

○上田委員 ということは、総予算において、議会において、３月議会で決まるのですね。

雪が１５０億円で、ごみ処理等については幾らと。これは議会で決まる。 

○事務局（小湊業務課長） そのとおりです。 

○上田委員 また、執行権については行政が責任を持つということでございますね。 

○松藤委員長 もう一度戻りますが、簡単に地域の実情に応じた小規模ステーション化だ

けにしましょう。現行と言うと難しくなってしまいますね。 

そして、もう一つ気がついたのですけれども、⑤の二つ目の黒丸の既存住宅の設置の義

務化とありますが、これはできないですね。設置の推進ということですね。 

それでは、もう一度でき上がりましたら委員の方に見ていただきますけれども、資料２

－１については大体そのような形にしております。 

それから、資料２－２の扱いです。 

これは言葉の統一をして、この形でよろしいですか。 

○湧井委員 資料２－２は、議事録から抜粋されたと思うのです。我々がもらっているも

のには委員の名前が入っています。そこで自分の発言が載っているのですが、余りにも短

くまとめられているので、発言の趣旨と違っている文章があるのです。もしこれを出すの

ならば、自分の名前が入っているところを見直す時間をいただいて、趣旨に沿った短い文

章にしたいと思うのです。 
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○松藤委員長 今ご指摘のあったように、自分が話した内容と違うと。 

傍聴の方のものにはお名前が入っていないのですけれども、私たちは名前が入ったものを

持っていまして、自分の発言が確認できるようになっていますから、見ていただけますで

しょうか。そして、公表するとき個人名はとるということです。出してほしいという方は

おられますか。 

ただし、その内容についてはご確認いただくということでよろしいですか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○松藤委員長 特に、直接対策につながらなかった意見もありますし、主要意見はどうだ

ったかということは載せた方がよろしいと思いますので、資料としたいと思います。 

それから、私はこんなことを言ったのだけれども、書いていないということはあります

か。もしそれもありましたら事務局に言っていただいて、載せる方向で考えたいと思いま

す。逆に、これは削除してほしいということがありましたら言っていただきたいと思いま

す。 

これは期日を決めます。１週間程度いただけますか。 

きょうが月曜日ですから、来週月曜日までで間に合いますか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 確認です。 

来週でもいいのですけれども、それに合わせて確定させるということですね。この意見

の部分も含めて。 

○松藤委員長 個別意見はこのままでいいです。個別意見は整合性がない場合も当然あり

ますので、いろいろな意見がありましたで構いません。皆さんからいただくのは、意見の

概要までです。ここまでは全体の取りまとめとなります。１枚目は事実です。 

 追加、削除、修正がありましたら、事務局までご連絡をいただきたいと思います。 

○事務局（本谷内調査担当係長） それでは、来週月曜日までにご意見の確認がありまし

たら、お知らせいただければと思いますので、お願いいたします。 

○松藤委員長 それから、文章の書き方についてもお気づきの点がありましたら、事務局

に合わせていただいて、事務局と私で調整して、もう一度最後に諮ることにしたいと思い

ます。 

○奥谷委員 これは、本文ができ上がったときも同じですが、中間とりまとめに関しても

さわやか収集に関してはホームページにぽんと載せるだけでオーケーということはないと

思うのです。さわやか収集に関しての内容ですね。 

取りまとめを出しますが、ホームページに載せて、それで終わりではないと思うのです。

さわやか収集にかかわる方たちに中間とりまとめも広くお伝えできるようなシステムでや

ってほしいと思います。 

○松藤委員長 検討内容で十分かという意味も含めてですね。 

○奥谷委員 一般の市民にはホームページでアップすればわかるかと思いますけれども、

さわやか収集に関してはそれだけではないかと思うのです。 
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○松藤委員長 それは、パブコメの対象としてさわやか収集に関連する方々にお送りをし

てご意見をいただくということを事務局に考えていただきたいということですね。 

○上田委員 途中で皆さんからおっしゃられたことを西区では早々と戸別収集を挙げて論

を進めてきたわけですけれども、委員長を初め、湧井委員や笹川委員、奥谷委員のいろい

ろなご意見によってある程度理解はいたしました。しかし、全部を理解できない面がござ

います。その点は収集の段階においては十分に検討していただきたいと思います。残り３

割を捨てるということについては、大きな立場に立つときに無理がかかるのではないかと

いう思いがしないわけではありません。しかし、情勢的には最後まで頑張ったという気が

しないわけではございませんので、ひとつご検討のほどをよろしくお願いいたしたいと思

います。 

ありがとうございました。 

○松藤委員長 それは、ご意見として承りたいと思います。 

中間とりまとめに関しては、一通り話がつきました。 

大体２時間が経過いたしましたが、よろしいですか。 

○湧井委員 先ほどの福祉との連携です。 

今回、資料２－１の表にも福祉との連携という言葉が入っていないことと関係するので

すが、この辺がちゃんと詰められていないのではないかと思うのです。答えられるのであ

れば答えてほしいのですが、例えばケアマネジャーがつく段階はいつなのか。認知症の方

の場合はケアマネジャーがつきますが、それは要支援の段階でつくのか、要介護１からつ

くのか、どの段階から市が積極的にそういう人たちを拾っていくのかという細かいところ

が全然話されていなくて、ひょっとすると福祉との連携のところが簡単に終わってしまう

と思うのです。もっとしっかりと掘り下げて、要するに市民は商売で言うと顧客ですから、

顧客のニーズをもっと拾い上げていくような努力をしないと、さわやか収集という言葉だ

けが踊っているだけで、実質的なものにならないと思うのです。 

攻めるようですけれども、その辺に余り力が入っていないのかと思うので、ぜひとも力

を入れていただきたいと思います。そして、今のようなことに対して、私だけでもいいの

ですが、どういうふうにやろうとしているのかを報告していただきたいと思うのです。少

なくとも現状はどうなっているのかということをある程度報告していただきたいと思うの

です。そして、こちらが意見を言う場も欲しいのです。 

私は、介護はある程度理解しているのですが、佐川委員の障がい者との関係ですね。こ

れももっと詰めなければいけないと思うのです。多分、議論としてはこれだけに時間をか

ける価値があるものではないかと思っています。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） 現状をお話しさせていただきます。 

今回、第三者検討委員会の皆様からいただく意見に関しては、対象者が限定されている

ので緩和が必要だということや、使い勝手が悪いので運用方法を見直すべきだということ

で、レベルとしてはそれでいいと思うのです。そこから今度は私たちが汗をかく部分だと
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思うのです。ただいま、汗をかいている最中です。先日も、ケアマネジャーの研修会に参

加させていただいて、百数十名の方が参加しておりましたが、その中でアンケート調査を

とらせていただいたり、自由な意見を聞いたりしております。また、この前は、自主的な

勉強グループですが、ケアマネジャーの方々の中で、高齢者のごみ出しを考えるというこ

とを研究されている方がおられまして、その方のところにお邪魔しまして、今の札幌市の

制度への評価をいただきました。あるいは、障がい者方面に関しましては、身体に障がい

のある方、足が不自由な方、視覚に障がいのある方は決定的にごみ出しには支障があると

思っております。それ以外にも知的障がい、あるいは精神障がいのある方は、違うレベル

の困難さがあるのではないかと思うのです。例えば、ごみを持ち出すことはできても、ご

みを分別することができないなど、３障がいごとのさまざまな悩みもあろうかと思うので

す。また、身体障がい者といっても、視覚に障がいのある方やそれ以外とさまざま違って

まいりますので、そこをリサーチしている最中です。 

もう一点は意見が出ましたが、札幌市のさわやか収集は玄関の外に出してくださいとい

う方法です。しかし、他都市では、収集する者がピンポンを押して、どうですかとするこ

とで見守りにつながるという付加価値も出ているのです。そのことができるかどうか。こ

れは、内部の職員体制その他を含めての話になると思うのですけれども、今後はそこも議

論していかなければならないと思っています。 

ですから、制度を決めてこれだというところまではまだ至っておりません。そして、さ

わやか収集の拡充というのは事柄的に大きな事業です。ですから、来年４月１日からのス

タートは厳しいと思っております。そういう意味では、いただいた提案をもとに、内部で

検討して、モデル的にどこかで実施してみるということを経て、実際に利用される皆さん

の評価を得ながら、さらに細部を詰めてやらなければ実質的にいい制度にならないと考え

ております。 

○佐川委員 今、札幌市は障がい者福祉法を見直していまして、私はその中の委員をやっ

ているのですが、障がい福祉課でも、そういう委員会の場で、ごみ収集にかかわるさわや

か収集の件については、ぜひ環境局と話し合って福祉の関連も含めてやってほしいという

ことをそちらの委員会でも言っております。ぜひ、こちらからも横の連絡をとってやって

ほしいと思っております。 

○湧井委員 例えば、前回の委員会で佐川委員から出た話ですけれども、関係団体からな

かなか情報が流れてこないというご指摘がありました。なぜ情報がながれていかないのか

ということは確認されていないのですか。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） 私も、三、四年前になりましょうか、障がい福祉の

現場にいたことがありまして、自立支援担当課長をしておりました。こちらに来て思った

のは、佐川委員におっしゃっていただきましたが、私の目から見ても、各種障がい者団体、

障がいの種類によってさまざまに分かれておりますけれども、その団体に協力を求めて広

報していくというきめ細やかさがないと感じています。今後は、そういうところに十分配
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慮して、伝わるようにしたいと思っております。 

○湧井委員 コミュニケーションですね。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） そうです。それも、きめ細やかなコミュニケーショ

ンが必要だと思っております。 

○松藤委員長 この前、ごみ減量の委員会で定量的な評価がないことを言いましたら、努

力しますという回答があって、努力というのはやるのですか、やらないのですかと聞いた

のです。 

結局、今、湧井委員が言われたのはまさにそれであって、具体的に何をやるかというこ

とがないと課題だけで終わってしまうわけです。この委員会は課題の整理もやりましたし、

データ集めもしましたね。そういったものは非常に重要で、それをもとにどうするかとい

う話ができると思います。 

福祉に関しての調査データはあるのですか。これからするのですか。もしあるのであれ

ば、そういった現状の整理をぜひ報告書に入れていただきたいと思います。 

もう一つは、何をやるかという具体的なものを書いていただきたいのです。例えば、福

祉の関係で調査が足りないのであれば、これこれの調査をしますと書くなど、それぞれの

組織に対しての連携が悪いのであれば、こういう調査をしますと明確に書いてください。

そうしないと、この委員会は終わってしまう可能性があるのです。ですから、次の具体的

な施策につながるような文面をぜひ入れてください。最終報告書をこのまま延長で書くの

ではなくて、提案と言われましたが、提案をするのは市ですからね。私たちができるのは

問題の整理だけであって、具体的にどうできるかを考えるのは市ですから、市が具体的な

提案をしていただきたいと思います。あとは、委員がこれでいいかどうかを判定していた

だいて、しっかりとした形で残すということをこの委員会のターゲットにしたいと思いま

す。 

ということで、最終回までよろしくお願いいたします。 

そこで、市に宿題を残しましたが、このようなところでよろしいでしょうか。 

最後の報告書は、具体的な方向性とやり方を明示した形で出すことにしたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○松藤委員長 それでは、随分ご意見が出ましたが、一つの議論は何回か繰り返すことで

絞られてきて、まとまってくるのだと思います。比較して悪いですけれども、ごみ減量化

の委員会は、半分が資料説明で、意見がほとんど出ないのです。そういった委員会は全く

つまらないのです。このように、委員の方々からいろいろな知見を出していただいて、当

然、相反する意見が当たり前に出てきますが、その中で合意に至るというプロセスはなか

なか楽しいものでありまして、私もエンジョイしております。 

最終的な報告書が無事でき上がるように市と私でやりますので、これからもご協力をよ

ろしくお願いいたします。 
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案としては、もう一度戻しますので、確認していただいて、最終案にいたします。 

ほかに連絡事項はありますでしょうか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 今の中間報告の取りまとめをもう一度確認します。 

２１日までに各委員からご意見の連絡をいただきます。そして、中間とりまとめの実際

の文言については委員長と事務局で最終的な詰めをして、それを各委員に事前にお示しし

てから公表することを予定しております。その時間にもよるのですけれども、先ほど課長

からも説明させていただきましたように、１１月中には公表できればと予定しております

ので、よろしくお願いいたします。 

 

  ３．そ の 他 

○事務局（小湊業務課長） それでは、きょうの検討委員会は以上とさせていただきます。 

先ほど言いましたように、年明けの委員会につきましては公表時期や連合町内会やクリ

ーンさっぽろの各会長のご意見をいただく時間が出てきますので、１１月、１２月になる

かと思いますし、この時期に今度は出向いて、私どもが区の会長などにもご意見をいただ

く場面を設定していきたいと思っております。したがって、第４回は年明けの１月下旬ぐ

らいになると思いますけれども、各委員と日程を調整させていただきたいと考えておりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○湧井委員 各連合町内会とお話し合いをするということですが、その意見はこの委員会

にはどのように反映されるのですか。 

○事務局（小湊業務課長） 最終的に、連町会長のご意見、それからクリーンさっぽろ衛

生推進員の方のご意見については、第４回目のときに皆さんにお知らせしたいと思ってお

ります。そして、最終報告につなげていくことを考えております。 

○湧井委員 第５回目はあるのですか。 

○事務局（小湊業務課長） 第５回目はございません。 

○湧井委員 それでは、議論すると言っても、連合町内会の意見はどこで議論するのです

か。４回目のときに２時間ぐらいで議論するわけですか。 

○松藤委員長 恐らく、非常に重要な意見が出ない限り、こういったご意見でしたという

ことになるかと思うのです。全くひっくり返ることは考えにくいですね。 

○事務局（小湊業務課長） またもとに戻すということは基本的に考えておりません。 

○松藤委員長 私たちの議論が正しかったという証明が出てくると思います。 

 

４．閉  会 

○事務局（小湊業務課長） それでは、本日の審議はここまでとさせていただきます。 

長時間にわたりましてご議論をいただきまして、ありがとうございました。 

以  上 


